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      ① 冬期休暇は、12月29日(木）～1月3日(火）です。        ② 1月7日(土）14日(土）21日(土）28日(土）は出勤日ですのでご注意ください。         ③ 1月21日(土）は、てんかん協会主催の研修会が開催されます。関心のある方はご連絡下さい。       ④  1月10日(火）は県庁地下会議場にて県庁商談会が開かれます。熊本県内の福祉施設の            自主製品が一同に展示、即売されます。どうぞお越しください。                         

 こんにちは.。今年も残すところあと数日となりまし 

た。今年は熊本地震があったり、全国大会があったり 

といつもとは違った年でした。そのせいか例年より一 

年を早く感じてしまいます。特に熊本地震以前の事は、 

何をしていたのか？思い出せないことも多くあります。 

これは地震ではなく、やはり齢のせいですかね・・・ 

 さて1月は、29日～3日までお正月休みをいただき 

ます。そのため土曜日の出勤日が、4日ありますので 

ご注意ください。 

 1月28日(土）は、皆さんお楽しみの毎年恒例の新 

年会を開催します。班対抗の出し物やゲームなどで毎 

年楽しんでいますので、皆さん是非ご参加下さい。詳 

細は、ご案内をお配りしますのでお待ち下さい。 

 また、7日、14日、21日の土曜日は、新年会の準 

備や練習などや初詣、ご近所のどんどやなどに出掛け 

たいとおもっています。 

 来年は「酉年」。鳥は時を告げる動物です。朝に鳴 

く鶏を一番鶏と呼んだり、鳩時計なども代表的です。 

 来年こそは、皆さんが良い時を刻める事を願ってい 

ます。今年は大変お世話になりました。来年もよろし 

くお願いいたします。 

  

   

 

 

  

 

 

   

   

  

   

 

  

  

 

   

  

 

      梅田施設長に           大変貴重なお話しをいただきました。                           
 
 

  

家族会茶話会を開きました。 
 
  12月2日(金）、今年度一回目の家族会茶話会を開 

きました。今回は宇城市にある銀河カレッジさんの 

見学に出掛けました。平日にも関わらず10名の方に 

ご参加いただきました。 

 現地到着後、まずB型のケーキの作業を見学しまし 

た。販売会直前でとても活気のある作業風景でした。 

次に生活介護の事業所を見学しました。お昼前の時間 

をゆったりと過ごされていました。 

 日中活動の事業所を見た後、車で５分ほどのケアホ 

ームとグループホームを見学しました。どちらも古い 

民家を改修されていました。家庭的な雰囲気が印象に 

残りました。昼食は、B型で経営されているレストラ 

ン銀乃船で昭和御膳を頂いて、帰路に着きました。 

  

 師走の言葉にふさわしく、12月は各班多忙 

を究めています。特に製菓班は、販売会やイベ 

ントが多くあり、しかもよく売れるのでに大忙 

しのようです。 

 12月5日(月）～9日(金）は県庁新館ロビー 

にて毎年恒例の熊福連フェアーが開催されたり、 

8日(金）は、びぷれすにて行われたハートアラ 

ウンドくまもとの販売会、土曜市などなどあり 

てんてこ舞いの毎日です。 

 しかしそんな中参加した12月18日(日）の 

YMCAチャリティマラソンでの販売は、久しぶ 

りにみんなで出かけ、お天気にも恵まれたこと 

もあって良い気分転換となりました。 

 会場は、合志市の農業公園です。広々とした 

グランドにマラソン参加の方が続々と集まり、 

10時より開会式が始まりました。なんとふれあ 

いワークからも『パーフェクトピーマン』と『 

ペコ＆リューチェル』の2チームがグループラ 

ンに参加しました。グループランとは一人１㌔ 

づつを5人走り、予め各チームで設定していた 

タイムに近いチームが優勝というスピードよ 

りもチームワークが試される競技です。 

 結果は、全員見事に完走。そして気になる順 

位は、残念ながら分からず仕舞いでした。 

 マラソンに参加されない方も、大きな声で応 

援していただいたり、食バザーでラーメンや 

うどんなどお好きなものを買われて、其々楽し 

んでおられました。 

 年の瀬の慌ただしさをしばし忘れて、のんび 

り過ごせた一日でした。みなさん大変お疲れ様 

でした。ご家族の方も応援ありがとうございま 

した。 

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 
  ♪ もういくつ寝ると  
 
    
     お正月・・・♫ 
         

もうすぐスタート！ 

 

チーム：『パーフェクトピーマン』    

 

 お知らせです！   

  
たまにはこんな日も・・・  

こちらは静かに出番を待つ・・・ 

 

チーム：『ペコ＆リューチェル』    

 



日 曜日 行事予定 室内 清掃 昼食 岩田 製菓

1 日 冬期休み

2 月

3 火

4 水 仕事始め　ルート回収 室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

5 木 くまモンスクエア 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

6 金 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

7 土 出勤日

8 日

9 月 成人の日

10 火 県庁商談会 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

11 水
ひのくに支援学校販売

ルート回収
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

12 木
龍田支所　スクエア販売

ルート回収
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

13 金 熊大附属支援学校販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

14 土 出勤日

15 日 全国大会最終実行委員会

16 月 県立大学販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

17 火 ルーテル販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

18 水
ソロプチミスト販売　ルート

回収
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

19 木
リデルライト　くまモンスクエ

ア びぷれす販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

20 金
清水総合出張所　ルート回

収　お給料日
室内 回／回 昼食 岩田 製菓

21 土 出勤日

22 日

23 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

24 火 菊池支援学校販売 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

25 水
消防局　熊本支援学校販売

ルート回収
室内 回・清／回・清 昼食 岩田 製菓

26 木
くまモンスクエア　大津支援

学校販売
室内 清／清 昼食 岩田 製菓

27 金 ささえりあ　龍田小中販売 室内 回／回 昼食 岩田 製菓

28 土 出勤日

29 日

30 月 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

31 火 室内 清／清 昼食 岩田 製菓

草：草取り　清：清掃　回：回収　ル：ルート回収　畑：畑　缶：かんつぶし

室：室内（自主製品づくり・絵描き・下請け）　缶：缶つぶし　　

 

　余暇活動（役員会　どんどや参加　土曜市）　　

　余暇活動（役員会　DVD　新年会準備　練習　）

新年会　全員出勤日

製菓：ケーキ　クッキ－製造　昼食　：昼食づくり

1月の行事予定表 班別作業

　余暇活動（役員会　ＤＶＤ　ドライブ:初詣　新年会準備　練習）

     2月 9日 （木）  ボーリング大会          2月18日 （土）  法人研修                 家族会茶話会 熊福連研修会  避難訓練          相談支援現任研修           きょうされん 安居楽業                

 2月の行事（予定） 研修 連絡事項 
     1月4日（水）   仕事始め       １月7日（土）   出勤日 役員会 余暇活動（初詣）         1月14日（土）  出勤日 土曜市 役員会 余暇活動        1月15日（日）  全国大会実行委員会 最終        1月21日（土）  出勤日 役員会 余暇活動                       波の会「てんかん学講座」        1月28日（土）  新年会   土曜市                                                                                                                                        

１月の行事  研修予定  


